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■ 今回のお知ら せ  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □  

N ＮＥＷＳ ＩＮＤＥＸWS  
01．「はんだ山車祭り」大いに赤レンガ建物の存在を示す ! !  

～源平衛橋たもとに「赤煉瓦倶楽部半田」出店～ 

 

  02 .「赤煉瓦ネットワーク門司大会 2007」半田より大挙して参加 ! !  
 

03 .「定時総会にて理事会発足 ! !」  さらなるステップアップを誓う ! !  
～７月 28 日 (土 )定時総会開催～  
 

  04 .恒例の名鉄 ・JR ハイキング行われる ! !  
 
  (報告 )赤煉瓦修復基金残高 (2007 年 11 月 30 日現在 )  
□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □  

■ ＮＷＥＳ 01 

半田山車まつり!! 赤煉瓦建物の存在をアピール!! 
～ミツカン横の源平衛橋たもとに「赤煉瓦倶楽部半田」出店～ 

 

10 月 6 日・7 日、5 年に一度の半田山車祭りが開催

された。5 年前の時にも赤煉瓦建物を一般公開した

が、今回は赤煉瓦建物の一般公開はもちろんのこと

ミツカン横の源平衛橋たもとのグルメコーナーに出

店した。２日間で 50 万人の来場者を目標としている

一大イベント開催にあたり、さらに広く旧カブトビ

ール赤煉瓦建物の存在をアピールする絶好の機会と

考え、メイン会場に出店することにした。出店に際

して倶楽部内でいろんなアイデアが出てきた。まず、

販売品の目玉としてカブトビール 3 本入りセットの

裏面に山車祭り専用のラベルを作る案が出た。幸い

にも山車祭り公式デザイン製作者のご好意により無

償で原画デザインのご提供をいただき、また印刷にあたっ

ては名古屋ハウジングセンターのご協賛により実現するこ

ととなった。また、山車祭り来場者に広く赤煉瓦建物をア

ピールするために巨大カブトビールの模型付き看板、本物

そっくりの鎧兜を展示。そして来場者にパンフレットを渡

し赤煉瓦建物の見学をお勧めした。 

そのかいあってか、赤煉瓦建物へは 2 日間で約六千人の来

場者があった。建物は通常「雛祭り・特別公開・名鉄 JR ﾊ

ｲｷﾝｸﾞ」と年 3 回ほど公開しているが、今回の山車祭りに来

場された方は特に半田の歴史・文化に大変興味を示されて

いたように感じました。さらに多くの方に赤煉瓦建物の存
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在を知って頂いたと思います。メイン会場の交通規制の関係でスタッフは初日朝 4 時 45 分集合、撤収午後 10 時

から、２日目は朝 6 時集合、撤収午後 8 時からとまさにフル回転の２日間でした。スタッフのみなさん、大変お

疲れ様でした。 

 

■ ＮＥＷＳ 02 

赤煉瓦ネットワーク門司大会 2007 半田より大挙参加!! 
2007 年 11 月 10 日(土)・11 日(日)に北九州の門司で赤煉瓦ネットワークの全国大会が行われ半田から 

12 名と大挙して参加。横浜大会、江別大会、日南大会と半田からは二桁の参加人数。半田の熱心さに 

他地区もビックリ!! 参加者の中から 7 名の感想文が寄せられたので原文のまま掲載させて頂きます。 

 

オープニング  赤煉瓦交流館で門司大会が開催されました。 地元の芸能人?によるオープニングからスタート。  

               

                             

                              

 

 

基調講演  増田彰久氏による基調講演「近代化遺産と赤レンガ」というタイトルで全国の赤煉瓦建物紹介と 

       その意義について発表される。半田赤煉瓦建物も増田氏が撮影し、JAL の機内誌に掲載されました。 

              

見学会   旧サッポロビール醸造棟を見学する。サクラビールが製造されていた。その後銘柄はサッポロビール 

       に変わり平成 12 年までビール製造されていました。 
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交流会     恒例の大交流会、美味しい食事のおもてなしあり、バナナの叩き売りの実演、赤煉瓦倶楽部の紹介、 

       あっという間の楽しい 2 時間が過ぎました。次回開催地は敦賀市に決定されました。 

                      

 

 

 

 

2 日目   下関地区と門司港地区のレトロ赤煉瓦建物を見学、明治から大正にかけて栄えた街であった 

見学会    ことが伺えました。重要文化財の松本家住宅（西日本工業倶楽部）にも訪問しました。 

                

 

 

 

 

 

◇ 赤煉瓦ネットワーク 2007 門司大会に参加して  〜感想文〜 

 

  ▶ 門司麦酒煉瓦館・醸造棟 

◆門司大会から学んだもの 

 門司駅に着き、地元でも評判のラーメン店に向かっ

た。醤油味に慣れている我々も「ここのとんこつ味は

うまい！」といきなり大会前よりラーメン談義で盛り

上がった。「赤煉瓦交流館」では建築写真家である増田

氏より明治から大正にかけて建築された現存する建築

写真紹介があり、当時の人々が日本を発展させていく

意気込みが伝わってきた。休憩時間、旧サッポロビー

ル醸造棟を見学した。当時、「サクラビール」として製

造されており、平成 12 年まで稼働していたためか内部

は新しい設備になっていた。当時の赤煉瓦煉建物を保

存するため重量鉄骨で補強し一部壁面には大型ガラス

で改修し、門司駅が見通せるようになっている。 

全国大会のあとの「BRICK HALL」で二次会が開かれた。

ここは事務所棟の一部が改修され一部中二階、南面は全面ガラス張り、内部は明るく広い空間になっている。夜

は「大人の隠れ家的いこいの場所」として市民に利用されている。過去のものと現在のものを融合した建物づく

りがされている。 

 大会 2 日目、下関地区では明治 39 年建設の旧下関英国領事館を見学する。通常煉瓦の目地は凹形か平が多いが
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ここでは凸形（むくり目地ともいう）が採用され珍しかった。 

門司港付近では明治大正建物の観光地となっており、当時門司区が大いに栄えた街であったことが伺えた。建物

は美しく改修され、はね橋と海をバックにしてレトロ気分を味わった。小倉駅解散後、西日本工業倶楽部を見学

する。明治 41 年、現在の九州工業大学の創設者のひとりであった松本健次郎氏の住宅と迎賓館である。辰野金吾

博士が設計し、アールヌーボー様式でデザインされており格調高い調度品、美術工芸品に囲まれていた。松本家

住宅の場合、ベルギーのヴァン・デ・ベルデなどに近く、幾何学的、抽象的な形態をとっており上流階級の優雅

な気分を味わった。最後に門司大会から学んだことは、煉瓦建物を象徴的において置くだけではなく、建物一部

を利用し街全体を調和のとれた特徴ある街つくりを市民と一緒に考えていること。半田赤煉瓦建物も全体の土地

を再活用して改めて考え直す時期が来ている。 

赤煉瓦建物の活用利用が勉強でき有意義な門司大会であった。 （小林至）  

  

   ▶ 来年は門司から敦賀へ 

◆門司大会に参加して 

 舞鶴、江別、油津と毎年参加し、今回は門司で

した。何れの地でも、心こもるおもてなしを受け、

赤レンガネットワークの素晴らしさに感激しまし

た。門司の赤煉瓦プレイスの立派さ、施設として

の充実にはびっくりしました。さすがに財政力の

豊かさだなあと、思いました。羨ましい。この立

派な施設、プレイスを有効利用、活用され市民に

愛される場となることを期待します。時系列に述

べますと、基調講演、事例発表に関しては、今一、

パットしなくて、印象に残っていません。  

懇親会は地元の料理、特に河豚刺しを中心に大層

な接待でした。第一会場だけで、ゆっくりすれば、

二次会の必要はなかったのではと思います。翌日の見学会について言えば、海からの煉瓦建物の見学も一風変わ

っていて良かったのですが、もう少しゆったりとして貰いたかったと思います。鉄道記念館見学は今一でした。

纏めとしては、大北九州市の中には、まだまだ沢山の煉瓦の遺産が点在しています。それらを保存、保管しまち

づくりに生かしていくことは大変なことです。  

門司赤煉瓦倶楽部がますます拡大して行くことを期待します。 

来年は敦賀で全国ネットワークの大会が開催されるとのことです、半田の皆さんでこぞって、参加し、敦賀の暖

かいおもてなしを受け、全国の煉瓦の仲間と交流し、そして、その結果を半田で、赤煉瓦建物を生かしたまちづ

くりに反映しましょう。  （名畑満彦） 

 

◆門司大会の感想 

全国大会には 4 回目の参加となりました。今回も印象に残ったことは色々ありましたが、やはり一番は門司赤

煉瓦プレイス（旧サッポロビールの門司工場）の見学会。

半田の赤レンガ建物と同じようにビール工場だったのです

が、平成 12 年まで稼働していたため、機械が多数残されて

いて今でも「ビール工場の空間」となっているのがおもし

ろく、また、ビール工場で働いた方もいらっしゃったので、

木樽の倉庫の様子、清掃の経験など、過去をとても生き生

きと語っていただけました。建物も一部活用が始まってい

て、大会会場「赤レンガ交流館」は赤レンガの倉庫にひな

壇を入れて小劇場のようになっており、大交流会後の 2 次

会の会場「ブリックホール」は、おしゃれでゆっくり時間

が流れるような雰囲気がよかったです。ところで、初日の

大会の中で、門司赤煉瓦プレイスは第一次大戦頃の日本有 

▶ 麦汁ろ過機 

数の大工業地帯の中にあった、との説明がありました。2 日目の見学会でバスの車窓や遊覧船から見ると、現在

でもたくさん規模の大きな煉瓦造（門司は赤煉瓦だけでなく、八幡製鉄所から出る鉱砕（？）レンガもたくさん
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あり、特徴となっています）の倉庫や工場が海沿いに並んでおり、半田がどちらかと言えば黒壁の住宅街の中に

赤煉瓦のビール工場があるのとは対照的でした。もっとも、門司の大工業地帯も、現在の工場の規模から言えば

敷地が狭いため、使用されなくなり廃墟となっている建物や、取り壊されて空き地となっている場所も散見され、

今後「赤煉瓦の建物群密度」が下がっていくことへ対応が必要なようでした。来年の大会は敦賀です。どんな街

にどんな赤レンガの建物があるのか、楽しみにしています。（山口貴司） 

   

 ◆門司大会に参加して 

多少の経費節減のために他のメンバーとは別列車になりました。小倉駅ホームで出迎えたメンバーは、まさか

昼間からビールを飲んでいたとは思いませんがとても上機嫌でした。赤煉瓦建物の見学会、懇親会、２次会も充

実したもので、また翌日の関門海峡のクルーズ、船上

での豪華な弁当昼食、門司・下関の歴史的な建物も見

応えのあるものでした。ただ、やむを得ないこととは

思いますが重要な歴史的な建物が生活建造物群に埋没

しているのは、半田にもこれに似た場面があるにつけ、

強く印象つけられました。有益で楽しい見学会を準備

していただいた門司赤煉瓦倶楽部の皆様とバックアッ

プされた皆様に心からのお礼を申し上げます。それに

しても門司・下関はさすがに見所が多い。またゆっく

り訪れたいと思います。今後の赤煉瓦倶楽部半田の活

動の資料としてメモッタ事項を紹介いたします。    

(1)醸造棟は外観のみではなく内部も古い雰囲気を損

なわないように整備してあり、市民対象に「探検」の

イベントを組んだりして、似たような状態を持つ半田として参考になる。 

(2)当時の雰囲気で重要なところはできるだけ残し、一方で集客用としてスマートな改築を含めた周辺の関連施設

の整備はエリア全体としての開発の参考になる。 

(3)他の場所の歴史的建物ではギャラリーとしての利用が多く見られた。いくつかの例では展示用の背景板材が大

きく肝心のその空間の雰囲気を覆い隠して損なっていたのは反面教師としてよい勉強になった。 

帰途の小倉駅前で、戸畑にある国指定重要文化財である旧松本家住宅に行くことになりました。知らなかった

のですが旅行幹事の小林さんが予め連絡をとっていたということで、運にも味方され非常に美しい建物と庭園を

見学することができました。旅行幹事の肌目細かい配慮に改めて感謝いたします。なお、名古屋駅ホームでのメ

ンバーの顔がどのようであったかはわかりません。（桑田治穂） 

 

◆ 赤煉瓦ネットワーク門司大会に参加して           

 ▶ 旧英国領事館                  11 月 10 日、11 日の 2 日間、門司へ行ってきました。大会に参加

するのは横浜から始まって半田大会を含めて 5

回目になります。会場となった門司赤煉瓦プレ

イスは 4 つの赤煉瓦建物があり博物館、物産館、

レストラン等として活用しています。 

 門司大会の基調講演は写真家の増田氏で、日

本の西洋館や近代化遺産を撮っている方だそう

で、今は無い建物の貴重な写真を見せて頂きま

した。事例報告は門司赤煉瓦倶楽部事務局長の

竹中氏、九州大学大学院教授の藤原氏、次回開

催地の敦賀市 NPO 法人 THAP 副理事長の川原氏、

赤煉瓦ネットワーク事務局長の内藤氏の 4 名で

した。藤原教授は下関市旧英国領事館の活用に

ついてのワークショップの報告でしたが、2 日

目の見学会で旧英国領事館が地盤が緩んでの不

同沈下で 4m 傾いて「建物の価値から考えれば、莫大なお金を掛けて直すのも良いが周りも傾いているのでここだ

け直すのも・・・。」といった事も話されていました。 

敦賀の川原さんは THAP の設立の経緯及び活動報告でした。年 1 回のサマーフェスティバル開催や月 1 回の緑地整
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備、マスコット人形での PR、THAP メンバーによる観光案内等の活動をしているそうですが、なかなか市民の理解

が得られないようです。事務局の内藤さんは基調講演が大幅に延長したため、持ち時間が 30 秒になり簡単な説明

と「資料を読んで下さい！」と「悲惨だ！」と叫んで終り、お気の毒でしたが内藤さんの持ち味なんでしょうか。

それはそれで笑えました。 

旧サッポロビール醸造棟の見学がありその後交流会でした。旧サッポロビール醸造棟の外観は、中が工場とは思

えない程きれいでした。内部には機械等が展示されていて見応えありました。交流会にはタンザニアの副大使が

参加されました。初めてバナナの叩き売りなるものをみました。「面白いです！」思わず買ってしましましたが重

かったです。 

 2 日目の見学会はいつも思うのですが「凄い！」という建物ばかりで、今回もいくつか内部を見せて頂きまし

た。その中の旧秋田商会は大正 4 年の鉄筋コンクリート 3 階建の建物で屋上に日本庭園があります。残念ながら

屋上を見ることはできませんでしたが内部も見事な作りでした。雪見障子は上へ上げるのですが、ここのは両側

に開ける作りになっていました。これは那智子さんが気付きました。さすがです。知識が無くても古い物をみれ

ば心が和み 

ます。そんな楽しみ方があっても良いと思います。 

 門司の竹中さんに楽しかった事をお伝えしたら「ありがとうございます。でもとても半田大会には及びません。」

と誉めて頂きました。舞鶴の馬場さんから「半田はいつも大勢で参加して良く人がまとまっている。」と言って頂

きました。呉の奥原さんからも同じ事を言われました。嬉しい事です。半田が色々な意味で注目されているのを

感じました。 

最後にお世話役の小林さん、新海さん、お疲れ様でした。中川さん、那智子さん、加藤さんと笑い転げた 2 日間

でした。皆さんお世話になりありがとうございました。（間瀬由美子） 

 

◆ バナナの叩き売り 

 

 「バナちゃんの因縁聞かそうか 

生まれは台湾台中の 

 阿里山麓の片田舎・・・・」 

 大交流会で催された「バナナの叩き売り」。昔々（５０

年？ほど前）見たことのある光景でした。叩き売りのイ

メージしか残ってなく、口上は覚えがありませんでした。

その頃は未だバナナも高価でした。そんなバナナが叩き

売られているので記憶に残っていたのでしょうか。市議

でもある保存会の方の名調子を懐かしく聞きました。 

 次の日、「バナナの叩き売り発祥の地」という門司港レ

トロ地区で見つけたＣＤを買いました。（竹内正） 

 

◆ 煉瓦ネットワーク 門司大会紀行 

  

11 月 1０日（土） 赤煉瓦倶楽部に参加させて頂いて

からずっと念願だった初めての全国大会へ出発です。JR

半田駅では馬場さんからの大切なお土産を受け取り、し

っかり勉強して、参りますと伝え、小林さんと電車へ乗

り込む。乙川駅で加藤さんと合流し、新幹線のホームで

全員点呼。小林ツアーコンダクターの粋な計らいで、ア

ル中組と真面目組との 2 グループで乗車、いきなり着席

と同時に プシューッと缶ビールの開く音。あっという

間に空いていく、缶、ワインボトル、馬場さんからの大

切なお土産の瓶・・・・ 京都駅に着く前に、殆ど出来

上がっていました。昼食は本場のとんこつラーメン、高

菜の油炒めをたっぷりいれて食べる、ものすごく美味しい！大会の会場は門司駅を出るとすぐに案内看板が有り、

ホームを出るとそこには広大な敷地に立つ巨大な赤煉瓦建物。赤煉瓦交流館は階段を利用し、まるで大学の講義

棟の様なつくり、残念ながら、２階のレストランは、採算が合わず閉店されたとの事。向かいには門司麦酒煉瓦
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館、旧サッポロビール醸造棟。今回の大会は、産業考古学学会全国大会との共同開催のため、近代化遺産と赤煉

瓦をテーマとし、全国の赤煉瓦建物の紹介がありましたが、すみません 私は途中何度も大いびきをかいて寝て

しまいました。その後、各団体の事例発表があったのですが、あまり覚えていません・・・。交流会までの間に、

旧サッポロビール醸造棟の見学がありました。正直なところ、発酵タンクが残っていた物の比較的新しい時代の

物だと聞いて、少しがっかりしました。 半田の赤煉瓦建物の方が、歴史的価値を知るには素晴らしい施設だと

言う事を再確認しました。ただ、隣のサッポロビ

ールの展示館には、さすがにお金を掛けているだ

け有って、展示もとても美しく、分りやすく、感

動しました。せっかくの資料館なのに、常に人が

集まる仕掛けがされていない事に今後の非常に羨

ましいおもいでした。半田煉瓦建物の再開発にも

多くの問題提起をしてくれた気がします。交流会

では市会議員様のバナナの叩き売りが非常に面白

く、我倶楽部はそのままバナナ屋が出来る程に、

買い捲っていました。あのバナナは、全て半田に

帰ってきたのでしょうか？ 

次の日はバスで下関に移動です。初めて関門大橋

を渡ったのですが、高所恐怖症の私にはとても酷

でしたが、海も山も景色が良く、そんな気持ちも吹っ飛びました。最初は唐戸地区の散策からはじまり、英国領

事館、秋田商会、ロダン美容室と、何気ない町の中に多くの近代遺産があちこちに有りました。多くの見学施設

が有るという事は、煉瓦だけで観光ルートが出来るので半田では、中々煉瓦だけでは、観光ルートが出来ないの

で、多くの遺産をストーリーで結びつけていく作業が必要になってきます。多くの団体の協力が必要になってき

ます。我々の団体には怖い物知らずの切り込み隊長 やま☆ち氏が見えたおかげで、本来立ち入り禁止の景色ま

で見る事が出来ました。何か問題が有ったら置いて逃げるつもりでしたが、問題なかったために非常に感謝して

います。その後 海上宇宙船？ヴォイジャーに乗り、海上からの多くの煉瓦建物を見学しまし、九州側に着き、

門司港レトロ地区へ。鉄道記念館、三井倶楽部、門司港駅等を見学し、小倉駅で解散。その後、タクシーで西日

本工業倶楽部へ、結婚式の最中にも係らず、ご好意で、見学をさせて頂きました。とても素晴らしく、スタッフ

の方の心配りにも感動しました。小倉駅でお土産を買い、帰路へ。本当に、今回参加させて頂き、多くの事を勉

強ささて頂きました。本当にありがとうございました。記録係りとして、多くの写真を撮影しましたので、皆さ

んでまたゆっくり飲みながら（まだ飲むかっていわれそうですね・・・）反省会をしたいですね。（新海功治） 

 

■ ＮＥＷＳ 03 

定時総会にて「理事会発足！！」 
  ～さらなるステップアップを誓う～ 

 １９９７年９月に組織された「半田赤レンガ倶楽部」が生まれ変わり、２００２年７月に「赤煉瓦倶楽部半田」

が誕生いたしました。皆様方のお陰をもちまして倶楽部も創立１０年を無事迎える事ができました。今後さらな

る活動をすすめるため、新しい組織に変えていこうということで２００７年７月２８日の定時総会でご承認をい

ただき、「赤煉瓦倶楽部半田」に理事会が発足しました。 

 「今なぜ理事会方式なの？」とお考えのあなた・・。そのとおり、理事会方式になっても、赤煉瓦倶楽部半田

の活動は何も変わりませんよ。安心してご参加ください。 

 ただ、今後、半田赤レンガ建物が本格活用に向けた次なる

ステップに移ることを考えたとき、いつまでも「赤煉瓦倶楽

部半田」は単なる任意団体であるべきではなく、ＮＰＯ法人

「赤煉瓦倶楽部半田」として建物同様にステップアップすべ

きではないかと考えた次第です。そのための“初めの一歩”

が今回の理事会方式なのです。 

 理事会には、理事会を代表する理事長１名と理事長を補佐

する副理事長２名がおり、さらに運営を一緒に行う理事６名

がいます。理事長は、言うまでもなく「目指せ！舞鶴。追い

越せ！舞鶴」の馬場さんが理事の互選により選ばれました。副理事長２名には、きっちりとした仕事を宮原さん
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■ 赤煉瓦倶楽部半田規約 

 ［会の名称］ 

赤煉瓦倶楽部半田   

［目  的］ 

・ 貴重な半田赤レンガ建物及び明治

の旺盛な起業家精神を後世に引き

継ぐこと 

・  山車、蔵と並ぶ半田のシンボルとし

て、半田赤レンガ建物を生かした街

づくりを調査・研究すること 

・ 半田赤レンガ建物に関係するネット

ワークと連携し、半田赤レンガ建物

を生かした街づくりを支援すること  

[会  員] 

(1) 正会員  

(2) ボランティア会員  

[会  費］ 

（１）入会金  1,000 円 

（２）年会費  

①個人会員  1,000 円 

②法人・団体  10,000 円 

           ＊＊団体は 10 名以上  

(3) ボランティア会員は上記にかかわ

らず会費は無料とする。 

[役  員] 

理事 5 人以上、監事 2 人以上  

［事業年度］ 

毎年 7 月 1 日～翌年 6 月 30 日  

通常総会は、毎年 1 回開催する 

■編集後記 

２００７年の最大のトピック

スは、さらなるステップアップ

を望み、いつでもＮＰＯ法人化

できるように理事会方式を導入

したことです。ますます充実し

た活動を進めていきます。皆様

のご支援、ご協力のほどよろし

く御願いいたします。（Ｎ．Ｂ） 

 

■ 広告募集 

当倶楽部のホームページや機関

紙に広告を掲載していただける企

業や団体を募集しています。 

 1 枠 年間 5,000 円 

 

に。それ以外を永田さんに・・・。あっ間違えました。倶楽部内に関することを宮原さんに。対外的な事柄を永

田さんにお願いすることとなりました。そして理事には、小林さん、新海さん、肇さん、川口さん、平岡さんに

堀嵜が加わり微力ながら運営をサポートしていくこととなりました。 

 規約では、理事は５人以上と定められています。我こそは、と思われたあなた。いつでも理事に立候補してく

ださい。別に、理事でなくてもとお考えのあなた。そうです。半田赤レンガ建物に対する熱い想いは、理事であ

ろうとなかろうと同じです。『さぁ赤レンガに集まりましょう。』 （堀嵜） 

■ＮＥＷＳ 04 

恒例の名鉄・JR ﾊｲｷﾝｸﾞ行われる!! 
９月２３日（日）、２４日（月）名鉄・JR

ハイキングが開催されました。 

赤煉瓦建物に入場されたお客様は推定です

が、２３日 3600 人、２４日 3200 人、合

計 6800 人もの方々がいらっしゃいました。 

私は赤煉瓦建物内で喫茶を担当しておりま

したので、建物内の状況を中心に報告致し

ます。 

建物内では、通常の歴史建物コーナー、赤煉瓦関連グッズの販売コーナー、喫

茶コーナー、カブトビールの販売コーナーに

加え、クラブ員皆で作ったビール貯蔵樽の実

寸大模型の展示、観光協会による山車祭りの

アピールコーナー、倶楽部の会員及びボラン

ティア募集のコーナーを新たに設けました。 

会場の案内及び、販売コーナーでは成岩中学

の生徒さんが明るく元気な声で、手伝ってく

れました。 喫茶コーナーでは、初日はサイ

ダーを冷やすのにコンビ二で氷を買って来て対応していたのですが、思った以

上に冷却用の氷が必要で、コンビ二 1 店分の氷を全て買い占めてしまうという

状況でした。翌日は馬場理事長と中埜酒造様のご協力で、非常に沢山の氷を提

供して頂きました。本当にありがとうございました。 多くの方々が会場に見

えて、少しでも赤煉瓦建物の大切さ、倶楽部の活動の目的を理解していただけ

たらよいですね。 

そして多くの若い人達にもイベントに参加して頂き、倶楽部の楽しさを体感し

てもらう事によってより多くの人々へ活動の輪を広げていきたいですね。 

今回も様々な反省を元に、一大イベントである半田山車祭りの大きな予行演習

にもなったのではないでしょうか。  (新海功治) 

 

＊＊赤レンガ建物修復基金の口座＊＊ 

知多信用金庫 本店営業部 普通預金 

店番 021  口座番号 0497825 

アカレンガクラブハンダ 

 

＊＊平成 19年 11月 30日現在の基金積立金＊＊ 

基金積立額残高 ９６１，００９円 

＝期首残 455,610 円+利息 502 円+企画料 504,897 円 

□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □  

 

 


